
会場：

期日：

エントリー： 144名

出場： 134名

ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア ﾗﾝｸ 名前 所属 スコア

1 志村 幹夫 大洗 71 (34、37) 丸 善治 千葉夷隅 78 (39、39) 82 山田 宗義 筑波 83 (44、39) 123 大城 正一 中山 89 (48、41)

2 吉原 富雄 レインボーヒルズ 72 (37、35) 河盛 純造 ブリック＆ウッド 78 (39、39) 中見 憲政 成田ハイツリー 83 (44、39) 萩森 一郎 龍ヶ崎 89 (46、43)

3 白井 正衛 新千葉 73 (39、34) 石塚 喜貞 我孫子 78 (39、39) 伊原 勇 総武 83 (43、40) 125 佐藤 鉄男 千葉廣済堂 90 (45、45)

布施 敬三 袖ヶ浦 73 (38、35) 今井 亘 土浦 78 (39、39) 石塚 巳知男 千葉夷隅 83 (42、41) 126 上野 泉 ブリック＆ウッド 91 (44、47)

桐生 峰男 ブリック＆ウッド 73 (37、36) 平山 格 成田ハイツリー 78 (38、40) 田中 日出夫 ノーザン錦ヶ原 83 (41、42) 江澤 儀坦 袖ヶ浦 91 (42、49)

若菜 茂 千葉国際 73 (37、36) 有川 楽雄 千葉夷隅 78 (38、40) 小出 静男 千葉廣済堂 83 (41、42) 128 細田 忠司 オリムピック 92 (44、48)

石井 幹 千葉桜の里 73 (36、37) 田中 啓文 霞台 78 (37、41) 和田 泰治 房総 83 (41、42) 石塚 哲央 アスレチック 92 (43、49)

植松 進一 真名 73 (35、38) 岡澤 豊次 佐原 78 (36、42) 大西 治良 富里 83 (41、42) 130 池田 昇平 ブリック＆ウッド 94 (46、48)

白井 敏夫 総武 73 (34、39) 49 大塚 洋二 姉ヶ崎 79 (42、37) 木庭 清 カナリヤガーデン 83 (40、43) 131 安藤 敏行 桜 96 (49、47)

10 石原 紀一 成田東 74 (37、37) 額賀 義朗 船橋 79 (41、38) 森 英明 ロイヤルスター 83 (39、44) 失格 米澤 秀治 ギャツビイ

石田 立美 千葉国際 74 (35、39) 土屋 智廣 成田東 79 (40、39) 志津 文幸 総武 83 (38、45) 失格 小林 勇 鶴舞

12 江川 健一 千葉桜の里 75 (39、36) 山田 英夫 姉ヶ崎 79 (39、40) 引地 昭彦 中央都留 83 (38、45) 棄権 小宮 康彦 相模湖

小松崎 尊久 江戸崎 75 (39、36) 安孫子 久幸 京葉 79 (39、40) 94 石毛 招次 成田東 84 (44、40) 欠場 西村 國彦 袖ヶ浦

相馬 聡夫 茨城 75 (38、37) 安田 進 千葉新日本 79 (38、41) 杉浦 保幸 袖ヶ浦 84 (43、41) 欠場 水野 茂 房総

藤城 悠 ディアレイク 75 (38、37) 安井 勲 成田ハイツリー 79 (38、41) 鈴木 久男 東京湾 84 (43、41) 欠場 江澤 健夫 藤ヶ谷

篠崎 州央 千葉国際 75 (38、37) 藤方 修三 霞台 79 (37、42) 小川 敬之 千葉桜の里 84 (42、42) 欠場 三本木 徹 姉ヶ崎

深澤 一三 グレンオークス 75 (38、37) 57 宮内 幹穂 レインボーヒルズ 80 (44、36) 上田 力 加茂 84 (42、42) 欠場 内藤 重徳 千葉夷隅

萩原 則之 東千葉 75 (37、38) 森塚 光彦 千葉夷隅 80 (43、37) 宮崎 哲生 アスレチック 84 (42、42) 欠場 犬塚 秀博 ブリック＆ウッド

櫻井 延秋 新千葉 75 (37、38) 橋本 哲夫 総武 80 (42、38) 東 博 千葉桜の里 84 (42、42) 欠場 松戸 正男 長南

澁谷 重氏 新千葉 75 (37、38) 三橋 繁美 成田GC 80 (40、40) 川合 憲一 千葉国際 84 (41、43) 欠場 白鳥 宏司 習志野

21 森 文徳 真名 76 (41、35) 市原 澄彦 イーグルポイント 80 (40、40) 中島 久幸 オーク・ヒルズ 84 (41、43) 欠場 時田 雄二 姉ヶ崎

浅井 一夫 新千葉 76 (40、36) 木村 正 富里 80 (40、40) 加藤 清司 千葉夷隅 84 (41、43) 欠場 木島 侑二 房総

- 以 上、 予 選 通 過 － 野沢 元 富士チサン 80 (40、40) 田中 満 成田東 84 (41、43)

土屋 博義 我孫子 76 (39、37) 堀部 和正 千葉夷隅 80 (39、41) 105 遠藤 みつぎ 麻生 85 (45、40)

三橋 好文 東千葉 76 (39、37) 呉山 淳一 袖ヶ浦 80 (39、41) 岡安 敏行 房総 85 (44、41)

柳田 武 ザ・レイクス 76 (38、38) 白川 永鎮 千葉桜の里 80 (39、41) 小林 信三 GMG八王子 85 (44、41)

土屋 貞雄 新千葉 76 (38、38) 67 新倉 正明 千葉 81 (42、39) 柏村 巌 京 85 (43、42)

大数加 祥平 浜野 76 (36、40) 市川 巌 袖ヶ浦 81 (42、39) 冨田 昇 房総 85 (42、43)

28 下田 彰 市原京急 77 (42、35) 大西 憲彦 成田ハイツリー 81 (41、40) 小沢 大助 袖ヶ浦 85 (42、43)

笠川 喜久男 鷹之台 77 (40、37) 佐瀬 敏夫 新千葉 81 (40、41) 111 石田 俊一 房総 86 (47、39)

金田 昌富 筑波 77 (39、38) 長田 晃 沼津 81 (40、41) 西村 和雄 千葉夷隅 86 (43、43)

大塚 泰一郎 成田GC 77 (39、38) 豊 正光 千葉国際 81 (40、41) 星 克彦 鶴舞 86 (42、44)

佐久間 義雄 姉ヶ崎 77 (38、39) 花井 源二郎 月 81 (39、42) 杤本 尚登 千葉夷隅 86 (41、45)

鶴町 和久 習志野 77 (38、39) 田口 操 ノースショア 81 (36、45) 115 高橋 功一 袖ヶ浦 87 (45、42)

高安 信行 大洗 77 (37、40) 75 甲斐 利男 大栄 82 (44、38) 斉藤 昇 源氏山 87 (44、43)

35 広瀬 照康 成田東 78 (42、36) 加瀬 健一郎 レインボーヒルズ 82 (42、40) 大井 直樹 かずさ 87 (43、44)

大塚 健二 かすみがうらOGM 78 (41、37) 細川 雅弘 アスレチック 82 (42、40) 福住 幸久 ギャツビイ 87 (42、45)

齋藤 元志郎 真名 78 (40、38) 小西 治幸 総武 82 (42、40) 119 山木 博夫 ロイヤルスター 88 (47、41)

小村 斎 総武 78 (40、38) 川崎 豊 千葉夷隅 82 (42、40) 小泉 憲威 東松山 88 (46、42)

永井 四郎 レインボーヒルズ 78 (40、38) 植田 浩義 麻生 82 (41、41) 笠井 正明 習志野 88 (42、46)

松井 有史 真名 78 (39、39) 田中 守 小田原･日動御殿場 82 (40、42) 成田 協弘 姉ヶ崎 88 (40、48)

平成22年7月5日

平成22年度関東シニアゴルフ選手権第3ブロック予選競技

袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース( 6519Yards   Par 72 )


